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身体障がい者の社会参加と活動の場

理事長挨拶

理事長

平野義幸

明けましておめでとうございます︒
めじろ作業所を利用されている皆様︑ご家族の皆様︑羽ばたく会の運営を支えていた
だいている皆様には︑清々しい新年を迎えられたことと︑謹んでお慶び申しあげます︒
昨年はコロナ禍で作業所の活動が制限され︑福祉関連の行事も中止になるなど大変な
一年でありました︒昨年末には新型コロナの感染者数が東京都で最多となり︑世界中に
拡大しております︒このウイルスに感染した場合︑症状が人によって全く異なる特徴が
あり軽視できません︒コロナの 感 染 防 止 の た め 作 業 所 で は︑職員が中心となって利用
者一人ひとりに基本の対策を徹底し︑アクリル板や加湿器設置等による設備強化を図っ
てまいりました︒
早期にコロナが終息することを願いつつ本年も障がいのある人が︑自分らしく地域社
会で活躍できるよう就労支援や社会参加活動推進の事業を展開して参ります︒
本年が幸多き年となりますよう心から願っております︒年頭にあたり今後ともご指導
ご鞭撻いただきますようお願い申しあげ新年のご挨拶とさせていただきます︒

特定非営利活動法人 羽ばたく会
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めじろだよりは
めじろ作業所の
通所会員が
めじろで起こる
様々なできごとを
面白おかしく︑
ときに切なく綴った
活動報告です

info@mejiro-s.com

初詣
今年はコロナで映画館での
新年会は泣く泣く中止となり
ました︒
代わりにめじろ作業所の目
の前にあり︑いつも色々な形
で支えてくださっている常性
寺に少人数で初詣に行きまし
た︒各自︑お気に入りのお守
りをゲットして︑今年の運気
もアップアップ！
常性寺 初詣
髙野 英昭
月 日︵木曜日︶にめじ
ろ作業の向かいにある常性寺
に白田さん︑寺崎さん︑青木
さんの小グループで参拝に行
きました︒
境内に入るとお経が流れて
おり︑シーンとした厳かな雰
囲気で︑まるで大晦日のＮＨ
Ｋの﹁ゆく年くる年﹂の様子
が思いだされた︒
お賽銭を上げて願いごとを
となえました︒
そして﹁詣り御朱印帳﹂を
もらい︑福来・富来守の御守
りを買っていただいた︒
今年も健康で幸福な一年で
ありますように︒
初詣
寺岡 一幸
今日はめじろの職員さんと
お参りに行きました︒今年は
良い年になりますように︒

初詣に行って
高橋 庸介
めじろ作業所の仲間や職員
さんと一緒に︑目の前の常性
寺に初詣に行きました︒
今年の自分の健康祈願・コ
ロナの一日も早い終息を祈
り︑お参りしました︒
そして︑今年一年無事乗り
越えられるようにとの願いを
込めて︑七福神のお守りも購
入し︑皆で記念撮影して︑作
業所に戻りました︒
自分自身︑日々を過ごして
いく中で︑周りの人への感謝
の気持ちや思いやりの気持ち
を忘れずに︑今年一年過ごし
ていきたいと思います︒
皆とめじろ作業所で楽しく
活動するために︑ちょっと肩
の力を抜き︑健康管理をちゃ
んとして︑一年間元気に過ご
して︑ちょっとでも︑自分が
成長できればと思います︒

初詣
林 千佳子
月 日の寒い曇りの日
に︑作業所の通り向いの常性
寺へ職員の方と︑お参りに行
きました︒財布から適当に小
銭を持って向かいましたが︑
途中でお賽銭だけでは足りな
いことに気付きました︒作業
所で︑少しの金額出してくれ
るというので︑そのまま手袋
をはめ電動の車イスで出発

初詣
原嶋 隆成
月 日にめじろ近くの常
性寺さんにお邪魔し︑初詣
へ︒上を着ていれば暑くもな
く寒くもなくというようなコ
ンディション︒
お賽銭を投げてお祈りした
あと︑時間がかかったのはお
守り選び︒
するとどうでしょう︑今大
人気の鬼滅の刃のお守りが！
まさかお守りになっているな
んてビックリでした︒
今年は色々と全集中で頑張
ります︒︵何の呼吸かが思い
つかない︶

初詣
池田 邦夫
月 日に常性寺にお参り
に行きました︒
今回はコロナウイルス感染
予防の為︑朝出勤の際に各自
の行く行かないの意志表示を
聞いて職員と二人で︑分散し
てお参りに行きました︒
昨年は︑まさにコロナウイ
ルスのおかげで︑ほとんどの
行事が中止になり︑良く神様
に今年はコロナウイルス禍が
収まるように︑お賽銭を奮発
してお参りしてきました︒

し︑信号を渡りました︒
ほんの少しの時間でした
が︑冷たい風が顔に吹き冷た
く身に染みました︒
一昨年に地面を平に舗装さ
れた参道を抜け沢山の贅沢な
お願いしてから︑帰りに絵馬
に将来の願いを込め収めまし
た︒
ほんの少しの時間でした
が︑爽やかな気持ちになり足
取り軽く帰路に着きました︒

﹁参拝での感想﹂
杉山 百恵
めじろ作業所に入ってから
一年目になりました︒
初めてめじろ作業所の参拝
に参加しました︒めじろ作業
所の何人かのグループに分か
れてお参りに行きました︒
﹁願い事﹂
お寺の前で︑コロナウイル
ス感染で落ち着きません︒
どこにも行けないのも辛い
です︒早くコロナウイルス感
染がなくなりますように︒
コロナウイルスに負けず︑
お互いに頑張りましょう！
と祈りました︒
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初詣
藤井 英人
初詣は︑いつも家の近くで
すが今回は︑初めて常性寺で
やりました︒小銭がなかった
ので千円出しました︒ご利益
出るかな？

初詣の感想
竹下 博幸
月 日︵金︶に常性寺で
初詣に行きました︒
コロナ対策で少人数で行く
ことになりチョット変わった
感じでした︒
頼み事は︑﹁一年間︑両親
が病気になることもなく健康
でいられますように﹂と願い
ました︒両親も私が元気でい
ないと気持ちが落ち込んでし
まうので︑一年間︑元気良く
笑顔で過ごしていきたいと思
います︒
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料理をする

林

千佳子

隆

前田

信輔

功

佐藤

和代

必ずしもレシピ通りじゃくても美味しいことありますね
昆虫の絵をたくさん描くぞ！
小林

もうムシできません！
牛歩ゆっくりと
どちらへ？
今年もじっくりと考えてみよう
福代
邦雄

泰志

悠子

私も一緒に考えたいんですが、いったい何を？
太田
松岡
弘
伊地山

木村

久美子

邦夫

雅春

伊藤

今年も良い年に
守人

小百合
河西

卯月

なるはずです！
一年元気に過ごす！
過ごさせます！

高橋

庸介

体調に気をつけて頑張る
S.M.
何を頑張るか、はどうだっていい～♪
泰然自若自分らしく
藤井

英人
哲史

隆成
野口

信一

意味がわからなくたっていい～♪今度教えてください！
夫婦仲良く健康で
石塚

これ以上仲良くできるんですか
充実した日々をおくる
原嶋

もっと充実したいの

原田

期待してます！

一年健康で
匿名

杉山

時までに寝る

百恵
精一
香之

加藤
羽鳥

一幸

匿名

寺岡

匿名
われら、めじたろー教師！
みゆき

猪飼

佳美

照美

桂

沢山意見を聞いて …
最後は神頼み
神すら恐れるその存在感！

折目
橋本

かおり

ともみ

宏章

大澤
唯

章子

睦子

坪井
坪井

藤岡

白田

日々を大切に

匿名
匿名

大切にします
いつも笑顔で
心がけます

宮岡

明るい方へ明るい方へ
行きます
心豊かに、誠実に！
します

紀子
利世

川波

めじろの呼吸！一の方、桂地獄！

全集中！（ボーッとしない） 匿名

字面だけみると３歳くらいのお子さんかな？

ころばない

そういう人に私もなりたい

どんな時も前向きに！笑顔で過ごす

私も気を付けます！

怪我や体調に気をつける

一度じゃ足りない気がします笑

一日に一度は声を出して笑う

私もそうします！

一日を大切に

ハルクホーガン！

健康一番

お大事に

楽しく健康に

宜しくお願い致します！

何事にも５Ｗ１Ｈを意識して取り組む

習得させます！

スキル習得とスキルアップ

良い暮らしパート２！

健康に暮らす

良い暮らし！

健康第一で暮らす

おー！

今年も頑張ろう！

高校生かっ！

毎日

そうですね～って、会話！

欲しいですね

コロナのせいで生活が変わりましたが、早く落ち着いて

絶対なるよ！根拠ないけど！

今年一年良い年に

元気があれば何でもできる！

俊也

時間厳守、人の話を笑顔でしっかり受けとめる

生活リズムにヒントがありそうですね！

体調をくずさない

!?

無事故ですごしたいです
私も絶対無事故でいきたい！

垣内

池田

伊藤

千代子

!?

おいしいものをいっぱい食べる
ごちそうさまです！
健康に気をつけていく
健康第一

内田

自分自身前を向いて成長したいです
うしろは見ない！
がんばってめじろに通います
泉

毎日ずーっと待っています
安日
武司

コロナに負けない！
荒井

負けないで！
健康第一に
家内安全！

啓治

西田

璃珠子
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めじろに早くもどってパソコンをがんばる
早く戻ってこーい！
来年もめじろに通所すること
西田

再来年も、その次の年も！
健康
最高！
パーキンソン病をもっと知って欲しい
秀子
弘煕

藤田

どんどん広めていきましょう！
コロナに負けないように
藤田

たぶん負けないでしょう！
コロナに負けない様に
きっと負けないでしょう！

里衣
寺﨑

コロナで外出難しいけど、家で縫物楽しみます！
縫って縫って縫い倒せ！
早くコロナ終息して欲しい
青木

抱負でなくて願いですね
折紙がんばる
がんばって！

洋子

朋子

美帆

コロナが早く終息してみんなと仲良くした～い
三浦
湯舟

終息してなくても仲良いですよね～
笑顔！！
笑顔が一番！
コロナにならないよう気をつけたい

昭彦

博幸
月岡
英昭

竹下

高野
匿名

土岐

コロナが逃げていくと思います！笑
楽しく元気に行く
いってらっしゃい！
コロナをのりきる！！
のってけのってけ！
健康で幸福な年にする
幸せになりましょう！
身体に気を付けて頑張ります
気を付けよう！
匿名
光太

コロナ感染しない
高橋

させない！
無病息災
むびょう！
コロナに負けず、笑顔でがんばろう
わかりました！

施設長の勝手にコメント機能‼付き
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目 白

太 郎

東京都○○○○○○○○○○○
電 話 〇〇〇ー 〇〇〇ー 〇〇〇〇

太 郎

会員コラム

私の障がい

※店内提供のみとなります。

ていきました︒友人と出掛け
たりするようになったのもこ
の頃からでした︒先生なども
協力してくれるようになって
いきました︒

★ココアがとっても美味しい。甘すぎず、飲みやすいの
でこれからもここで飲みたいと思います。

なところに出かけたりするこ
とによって行動を見せて行っ
たら認めてくれるようになり
ました︒
それからは︑行動範囲が広
がっていき︑電動車椅子にし
て良かったと思います︒
一番初めに行った場所は︑
コンビニです︒好きなときコ
ンビニなどに行けるようにな
り︑好きなお菓子や飲み物を
買えるようになりました︒
電動車椅子にしたことで変
わったことはあったし︑少し
ずつではありましたが︑友達
の友達を紹介してもらったり
する機会も増えました︒
電動車椅子にしたことで変
わったことがたくさんありま
した︒両親もその様子を見て
いくことで︑少しずつ認めて
くれるようになりました︒

★明るくとても感じが良いので、友人と打ち合わせによ
く使わせて頂きます。店内の飾りが楽しくてきれいです。

前号のつづき
匿名
学生の頃は自分に障がいが
あることによって︑積極的に
話をしたりできず人間関係を
うまく築けない人間でした︒

★二回目の来店です。アメリカンコーヒーとケーキを頂
きました。前回同様かわいい器で提供され、カップを
持ち上げると紙ナプキンがハート型に折られていまし
た !! 気持ちがとっても和みました。テーブルの小さな花瓶
にはお花がかわいらしく飾られ、楽しく 3 時のおやつ
の時間を過ごしました。今日も美味しかったです !
また伺います♪

小・中学校の時は通常級と
支援級を行き来しており︑通
常級ではいじめも受けてしま
い︑それによってずっと自信
が持てず悩んでいました︒
当時教室で私が移動する際
は︑ヘルパーさんがきて一緒
に移動していました︒移動の
時間になったらヘルパーさん
が迎えにきてくれるのです
が︑その時クラスの子が学校
に携帯を持ち込んでいて︑そ
れを私のヘルパーさんなどが
発見し︑注意してしまうこと
がありました︒それをきっか
けに︑話しかけても無視され
たり︑知らぬ間に自分の荷物
に暴言を書かれるようになり
ました︒けれど︑中学卒業を
きっかけにそれらは解消され
ていきました︒
高校からは支援学校メイン
となり︑少しずつ先生や友達
などにも恵まれました︒

★清潔感あふれるお店でした。ありがとうございました。

高校からは電動車椅子にな
り︑少しずつ外に出るように
していきました︒
学校の先生などの後押しも
あり︑電動車椅子にすること
が出来たのですが︑それまで
には︑親を説得しなければな
りませんでした︒
まず︑父親は私と母親の行
動を把握しておきたいタイプ
の人だったので私が電動車椅
子にすることによって行動を
把握しにくくなること︑私が
楽をしてしまうのではない
か？と嫌な様子でした︒母親
も同じ理由で嫌な様子︒しか
も把握出来なくなることで母
は自分も父に怒られてしまう
のでは？と不安がっている様
子でした︒
というのも︑私自身も当時
は電車に乗るのも怖がってい
たし︑引きこもりがちな学生
時代だったからかもしれませ
ん︒ですが︑電動車椅子に出
来たことにより行動範囲が広
がり友達も増え︑一緒に出か
けたりする機会が増えまし
た︒
両親は手動の車椅子から電
動の車椅子にすることに当初
は反対していましたが︑色々

12 月 21 日〜 25 日の 5 日間限定のクリスマスケーキセットは、
定番のショートケーキとくまのチョコロールケーキの 2 種類か
ら選べ、リンゴのゼリー＆クッキー２種類。
年に 1 度のスペシャルセットです。店内もツリーや飾りつけ、
BGM やオリジナルの手作り品など、クリスマスムードに包まれ
ました。
ケーキセットはご好評いただき、一時完売になる日もありま
した。ありがとうございました !! 来年もお楽しみに♪

西嶋和紙絵手紙展
﹂という言葉は︑コロナ禍
の中︑精神的に疲弊しがちの
心に暖かいともし火を与えて
くれました︒
そして応募した全ての作品
は︑すばらしい作品集に掲載
されています︒機会がござい
ましたら︑ぜひご覧いただけ
れば幸いです︒
また︑絵手紙がかける日ま
で︑三密回避を心掛け手洗い
マスクを忘れずに︑一日一日
を大切に生活しましょう︒
絵手紙教室 講師 平野典子

‐

目 白

東京都○○○○○○○○○○○
電 話 〇〇〇ー 〇〇〇ー 〇〇〇〇

お客様からのメッセージ

色々教わったり︑良い先生
との出会いを通して勉強を褒
められたりしたことで︑少し
ずつ自信が持てるようになっ

してもいいのですが︑一般的には二月い
っぱいまでとなります︒

こんなご注文がありました
今年は年賀状のご注文も減少傾向にな
るかと思っていましたが︑このコロナ禍
で年末年始に帰郷される方も減り︑その
代わりとして年賀状を出された方が多か
ったらしく︑前年を上回るご注文を頂き
ました︒

寒中お見舞申し上げます

令和○年一月

〒

ご丁寧なお年始状をいただき誠にありがとうございました
昨年喪中のため年頭のご挨拶を控えさせていただきました
暖かな春の訪れまでもう少し
皆様ご自愛くださいますようお祈り申し上げます

令和○年一月

‐

本年もよろしくお願い申し上げます

寒さ厳しい折いかがおすごしでしょうか

寒中お見舞申し上げます

〒

クリスマスケーキセットを販売しました！

西嶋和紙絵手紙展 賞状
原嶋 隆成
まさか貰えるとは！という
びっくりな気持ちでいっぱい
です︒受け取った瞬間︑﹁え
え ﹂と思わず声が出てし
まいました︒
これも指導して下さった平
野先生やめじろの職員さんの
おかげでとれた賞ですから本
当に感謝の気持ちでいっぱい
です︒これからもいい作品を
作っていけたらと思います︒
絵手紙教室から嬉しい報告で
す︒
皆様にはお変わりなく新年
をお迎えのことと存じます︒
昨年は新型コロナのまん延
により︑日本中のイベント等
が中止になりました︒絵手紙
教室も昨年四月から活動休止
が続いています︒その中で山
梨県身延町絵手紙の里が第十
三回西嶋和紙絵手紙展を開催
してくださいました︒
発表の場を作っていただき
とてもうれしく︑めじろ作業
所でも昨年一月から三月まで
活動したメンバーさんの絵手
紙作品を応募させていただき
ました︒その結果︑原嶋隆成
さんが﹁美漉ちゃん賞﹂を受
賞されました︒おめでとうご
ざいます︒
彼の﹁明るく生きていこう

寒中見舞いと余寒見舞い

の節目で
の区

暑中見舞いに対する残暑見舞いと同

五日から二月二日までとなります︒

立春は二月三日ですので︑寒中は一月

の小寒は一月五日︑大寒は一月二十日︑

小寒から立春の直前までを指し︑今年

る節気が立春です︒つまり︑寒中とは

来る節目が小寒・大寒で︑この後に来

も有名です︒その中で︑一年の最後に

始を意味する立春・立夏・立秋・立冬

冬至などがあります︒また︑四季の開

分で有名なのは︑春分・秋分・夏至・

区分する暦の区分法です︒その

す︒二十四節気とは１年を

小寒から大寒までの間といわれていま

一般的には寒中とは︑二十四節気の

見舞いについてお伝え致します︒

さて︑今号では寒中見舞いと︑余寒

しております︒

にアクリル板︑消毒液を設置して営業

時間の短縮︵十時〜十七時︶と︑受付

でしょうか︒めじろ作業所では︑営業

しまいましたが︑皆様いかがお過ごし

す︒年明け早々に緊急事態宣言が出て

新年あけましておめでとうございま

!!

様に︑立春後は余寒見舞いとして出し

★初めて来ました。ホットサンドとっても美味しかったです。

本年は 1 月 5 日から営業がスタートしました !
みんなで元気に頑張っていきます。
本年もさえずりをよろしくお願い致します。

6

Open 10:30 Close 17:00（last order 16:45）
Tel 042（444）8818 http://cafe-gallery-saezuri.jimdo.com/
7

件
件
件
件

★可愛らしいランチョンマット、かわいいケーキ、さわ
やかで飲みやすいホットコーヒー。テーブルのお花や、
ディスプレイ、店内に流れる音楽が素敵で和みました。
スタッフの方々のあたたかいまなざし、元気を頂きま
した。ありがとうございました。

営業時間は現在も短縮営業
10 時 30 分〜 16 時まで
( ラストオーダー 15 時 30 分 )
店内のこまめな消毒、換気を
しております。
来店時には手指のアルコール
消毒のご協力をお願い致します。

件
件
件
件

さえずり通信
編集担当：猪飼ともみ

集
唯

編
坪井

53 件
69 件
142件
件

0
0
2
2件
1件
2件
件

22
19
10
件

7件 4
36 件 1
106 件 2
件

さえずりでのできごとを
中心に新商品のお知らせ
などを発信していきます
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総件数

製 本

A2 〜 A0

B5 〜 A3
書
類

封 筒

ハガキ

名 刺

⁉

ます︒余寒見舞いは寒さの続く間は出

見舞

000

000

寒中

24

0000
0000

⁉

賛助会員

継続・団体

賛助会員

募集

らく…らくらく体操 フラ…フラダンス教室
絵手紙…絵手紙教室 パッチ…パッチワーク教室
手話…手話教室 看相談…看護師の健康相談
医相談…医師の健康相談

正会員 賛助会員 ご寄付

入会資格
羽ばたく会の活動に賛同して
下さる個人及び法人︒正会員
をご希望の方はお問合せ下さい︒
正会員︵社員︶
には総会議決
※
権があります︒賛助会員には
さえずりサービス券が付きます︒

︻振込口座︼
◇郵便振替
００１６０ ７
‐ ３
‐５８９５８
加入者名 トクヒ︶羽ばたく会

昭和の日

◇銀行振込
みずほ銀行調布支店
普 通 １３６９３７１
口座名
ＮＰＯ法人羽ばたく会

看相談

今 期 予 定

Fax

０４２︵４４３︶１６３２

看相談 職員会議

新規・個人

ご寄付
匿名希望
匿名希望
石塚 すみ
岡野 泰洋
仁田 典子
医療法人社団福地会
福地クリニック
セブンイレブン
調布布田駅前店
敬称略

看相談
℡ ０４２︵４４３︶１６３３ １･６３４

看相談

賛助会員

看相談

１調布セントラルアパート１階
‐

看相談 職員会議

日︵火︶

敬称略

3
看相談

◎節分
月

３
‐

4
看相談

賛助会員 継続・個人
中嶋 勝夫
樋下田 治子
加藤 美津
大澤 邦雄
大澤 文子
大澤 有里
前田 直美
今村 知子
今村 欣運
仁田 典子

東京都調布市国領町１

看相談
天皇誕生日

◎ひな祭り
３月３日︵水︶

００２２
‐

ご家庭で不要な
毛糸がありまし
たらお譲り下さい

めじろ作業所では、作業

・訓練を兼ねて編み物の

作業を行っています。

もし、ご自宅に不要な毛

糸が眠っていたら、是非

ご一報ください。 （桂）

０４２ ４-４３ １‐ ６３３

施設長のひとりごと

令和３年がスタートしました。

今号のメインテーマは「今年の

豊富」です。令和２年はとにか

く新型コロナに悩まされた一年

でした。今年の抱負からは、新

しい一年に向けて、勇気ある言

葉が多くあります。私たち職員

はこの豊富から会員の皆さんの

気持ちを汲み取り、実現するた

めに一緒に努力します。でも、

年末になっていつも思うのは、

今年も皆さんにたくさん支えら

施設長

大澤宏章

れたと。今年も宜しくお願い致

します。

三浦

洋子

日頃発行予定

表紙の題字

月

20

看相談 職員会議

2

◎お花見
４月１日︵木︶

〒１８２

次号

４

建国記念日

看相談

2
看相談

2

4
3
2
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